
様式第十六(第六十一条第一項関係)

汚染土壌の区域外搬出届出書

平成28年上‾月′之日

東京都知事　殿

拙者東籍藷籠豊住正

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について

り届け出ます。

要措置区域等の所在地 �8ﾈｹ�79�ｹzxｾi�ﾉ]ｹm渥I?�)ｩm｣�cSyMFﾈ,ﾈ自YB�

汚染土壌の特定有害物質によ �5h5��ｳ�ﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��i?�v頽�ﾘｮ顏�W94ｸﾘr��

る汚染状態 �6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��i?�v頽�ｨｮ顏�W94ｸﾘr���ｨ�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}��,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌の体積 鼎Cr繦-宙5h5��ｶﾂﾃ"ﾘ5x4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ98�X6x8ｨ4�8ﾘ8ﾘ4x6�8ﾈ92��*詳細は添付書類2の通り 

汚染土壌の運搬の方法 凛H補一�:竟B���ｨ�ｨﾝx,ﾙ5儻H��}�8,ﾉ,ｨ.��

汚染土壌を運搬する者の氏名 又は名称 �4x5(5h5�6X8�4x985x6ｨ4�8ｨ984�H�檍���

汚染土壌を処理する者の氏名 又は名称 乘H�檍��5�485ｨ4ﾈｬ(ｺｸ5ﾈ8ｨ8X�ｸ5h8x98����Vﾈ8ｨ5H484�8ｸ5ｨ985��ｲ�

汚染土壌を処理する施設の所 在地 ��s#3�ﾓ��S(����=��ﾈﾊx��Vﾈ�9-�仞i�iI�?�)ｩm｣#�3bﾓS��

汚染土壌の搬出の着手予定日 兌ﾙ�ﾃ#吋���Y%X*盈｢�

汚染土壌の搬出完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ�8�ｩ?｢�

汚染土壌の運搬完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ�8�ｩ?ｨ����������s#��Yu靈颱h���"�

汚染土壌の処理完了予定日 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ�3�?ｨ��������4����為ｸｼ9�hﾍﾄHﾘfﾂ�

運搬の用に供する自動車等の 所有者の氏名又は名称及び連 絡先 ��(�����������������h�R���ﾛ�ｺｸｼy�X�(淤�(�2�

*詳細は添付書類4の通り　　　　　膳舶服露 

積替えを行う場所の所在地並 びに所有者の氏名又は名称及 び連絡先(運搬の際、積替え を行う場合に限る。) ��

保管施設の所在地並びに所有 者の氏名又は名称及び連絡先 (保管施設を用いる場合に限 る。) ��

備考1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を語醸し、押印することに代えて、本人(法

人にあってはその代表者)が署名することができる。

〈連絡先〉

新日本工業(株)園部住西保木間作業所

鎧デコンステムエンジニアリング(株)



要措置区域の所在地:東京都足立区西保木間二丁目5呑3号、 4号、 5号、 6号(住居表示)

東京都足立区西保木間二丁目1657番1の一部(地番表示)
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汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域の図面

¥

-

ト

ト

1

-

、

.
1
ト
・
-
-
ト
、

二
志
望
へ
掌
」
栂
菜
箸

圏
牢
記
窒
毒
裳



添付書類3 -工

1.運搬フロー図

」



添付書類4- 1

汚染土壌の運搬の用に供する自動車に関する書類

1.旭企業株式会社　　神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4　　　　　　　　電話: 045-328-3520

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�、使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ����*���#�途�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

2 ��ﾈﾞ����*���3C3B�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

3 ��ﾈﾞ��3�*���3S�"�ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

4 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

5 ��ﾈﾞ����*���3塔��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

6 ��ﾈﾞ��3�*(��S�3��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸之丁目8-4 

了 ��ﾈﾞ��3�*(��Sイ��ダンプ �隶仂hx｢�神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 

※上記内容は、車検証より転記したものである

2.豊川興業株式会社　　神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5　　　　　　電話: 044-299-3531

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ����/���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

2 ��ﾈﾞ������*ｸ��"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

3 ��ﾈﾞ������*H��2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目32-7 

4 ��ﾈﾞ������*ｸ��R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

5 ��ﾈﾞ��3���*���b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

6 ��ﾈﾞ������*ﾘ��r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

7 ��ﾈﾞ������*(����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

8 ��ﾈﾞ��3���+����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

9 ��ﾈﾞ��3���+�#"�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

10 ��ﾈﾞ��3���*H��SR�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目3了-5 

1う ��ﾈﾞ��3���*h��cb�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

12 ��ﾈﾞ��3���*���sr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

13 ��ﾈﾞ��38��*���モ�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

14 ��ﾈﾞ����*c����ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

15 ��ﾈﾞ��3���*ﾓ�#2�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

16 ��ﾈﾞ��3�*ｳ#R�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

17 ��ﾈﾞ��3�*c#b�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

18 ��ﾈﾞ��3�*�#r�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

19 ��ﾈﾞ����*�3�SB�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目32-7 

20 ��ﾈﾞ����*�33cr�ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

21 ��ﾈﾞ����*�3S���ダンプ 囘ﾉ�ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県横浜市緑区上山3丁目37-5 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4 -2

3.有限会社ツカダ　　埼玉県比企郡鳩山町小用1 208-1 8　　　　　　　　電話: 049-296-1 854

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 估i$｣�3���/���"�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

2 估i$｣�3���*(��S���ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

3 估i$｣�����*�����sB�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208葛18 

4 估i$｣�3���*���3ssr�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

5 估i$｣�3���*H��#�32�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1之08「8 

6 估i$｣�3���*H��s3��ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208「8 

7 估i$｣�3���*H���#R�ダンプ �ｸ684ｨ5��埼玉県比企郡鳩山町大字小用1208-18 

※上記内容は、車検証より転記したものである

4.株式会社後藤田商店　神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5　　　　　電話:044-366-1414

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*���#ss"�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

2 ��ﾈﾞ��S����*���3�sb�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

3 ��ﾈﾞ������*���Csモ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

4 ��ﾈﾞ������*���Csヲ�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町ト5 

5 ��ﾈﾞ��S����*���C涛B�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈l 迄ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

6 ��ﾈﾞ������*���C涛R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈」 迄ﾊy�ﾈﾞ育86ﾙ�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾃ�ﾓR�

7 ��ﾈﾞ������*���S#�2�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町十5 

8 ��ﾈﾞ������*���S#釘�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈川県川崎市川崎区浅野町1-5 

9 ��ﾈﾞ������*���S3�R�ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈) 曝ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾈ�R�

10 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈」 ��ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾈ�R�

11 ��ﾈﾞ������*���SS#��ダンプ �ｨﾎ9:�68ⅹ5��神奈l ��ﾊy�ﾈﾞ育9�ﾈﾞ粟i�9nﾉ*ﾈ�R�

※上記内容は、車検証より転記したものである

5.株式会社田中興業エンタープライズ　千葉県浦安市千鳥12-10　　　　電話:047-353-2609

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 做ｸ躡nﾃ�����*���cCS��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼhﾔ�5h5��ｸ7h8�485��b�千葉県浦安市千鳥12「0 

2 做ｸ躡nﾃ�����*鉄�唐�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼhﾔ�985��ｸ7h8�485��ﾂ�千葉県浦安市千鳥12-10 

3 做ｸ躡nﾃ�����*���S��R�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

4 做ｸ躡nﾃ�����*���c�#��ダンプ �ｩ69(hｻｸｼhﾔ�985��ｸ7h8�485����千葉県浦安市千鳥12-10 

5 做ｸ躡nﾃ�����*���c�#"�ダンプ �ｩ69(hｻｸｼh4x985��ｸ7h8�485��千葉県浦安市千鳥12-10 

※上話内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-3

6.株式会社ツカサ総菜　　神奈川県横浜市港北区新吉田町5857「　　　電話: 045-592-1 142

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Vﾃ�3���*ﾘ��3#��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

2 ��Vﾃ�3���*(��33b�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市部筑区東山田2丁目25-6 

3 ��Vﾃ�3���*���S��"�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

4 ��Vﾃ�3���*���ss釘�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県榛浜市都筑区東山田2丁目25-6 

5 ��Vﾃ�3���*���##b�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘｼb�神奈川県横浜市部筑区東山田2丁目25-6 

6 ��Vﾃ�3���*���##r�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

7 ��Vﾈ��)｣3���*���#C2�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

8 ��Vﾃ�3���*h��#ヲ�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

9 ��Vﾃ�3���*ｸ��3�R�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市部筑区東山田2丁目25-6 

10 ��Vﾃ�3���*���33R�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

「1 ��Vﾃ�����*ｸ��ツ��ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

12 ��Vﾃ���*ｸ��ャ2�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

13 ��Vﾃ�3���*#�3cB�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田之丁目2事-6 

14 ��Vﾃ�3���*���Ss32�ダンプ �ｨ684ｨ5I�ﾘﾝ��神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目25-6 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4 -4

7.株式会社林建材　　埼玉県日高市原宿426「　　　　　　　　　　　　電話: 042-989-3446

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 傀ｩ�#�����*���#sc��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

2 傀ｩ�#�����*���3�#r�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426葛1 

3 傀ｩ�#�����*���C�cB�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

4 傀ｩ�#�����*���C�cR�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

5 傀ｩ�#�3���*���SS3��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

6 傀ｩ�#�����*���SSc"�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

7 傀ｩ�#�3���*���Ss#B�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

8 傀ｩ�#�����*���SsS��ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

9 傀ｩ�#�����*���cCCb�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

10 傀ｩ�#�����*���cssB�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��R�埼玉県日高市原宿426-1 

1う 傀ｩ�#�����*���cssR�ダンプ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

12 傀ｩ�#�����*���c�3"�トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

13 傀ｩ�#�����*ｸ��s湯�ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

14 傀ｩ�#�����*���s�s��トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

15 傀ｩ�#�����*ｸ������ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

16 傀ｩ�#�����*都�ィ�トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿4之6-1 

17 傀ｩ�#�����*ｸ����B�ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

18 傀ｩ�#�����*���sc���トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

19 傀ｩ�#�����*h��ピR�ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426「 

20 傀ｩ�#�����*���sc�B�トラクタ �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1葛 

21 傀ｩ�#�����*h��ピ��ダンプトレーラー �ｩ}�ﾉｨﾝ��埼玉県日高市原宿426-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである

8.有限会社宮原商店　　神奈川県川崎市多摩区登戸1 259　　　　　　　　電話:044-959-3456

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*���*Cs�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

2 ��ﾈﾞ������*��s�R�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

3 ��ﾈﾞ������*��s���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

4 ��ﾈﾞ������*��sSr�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県月i崎市多摩区登戸丁259 

5 ��ﾈﾞ������*���#C�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

6 ��ﾈﾞ������*�#C�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

7 ��ﾈﾞ������*���#s迭�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

8 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

9 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

10 ��ﾈﾞ������*���#����ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区登戸1259 

11 ��ﾈﾞ������*���SC���ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��祐奈川県川崎市多摩区南生田8-5824「 

12 ��ﾈﾞ������*���SC�"�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

13 ��ﾈﾞ������*���SC�2�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824-1 

14 ��ﾈﾞ������*���SC�B�ダンプ �ｸｷｸﾋHⅹ5��神奈川県川崎市多摩区南生田8-5824「 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-5

9.渡辺建機有限会社　神奈川県横浜市都筑区東山田町318　　　　　電話:045-592-5148

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

† ��Vﾃ�����*���c����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

2 ��Vﾃ���/�3����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

3 ��Vﾃ���*h��#����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

4 ��Vﾃ�����/������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

5 ��Vﾃ���*��������ダンプ ��ｸ��6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

6 ��Vﾃ�����+���S����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

7 ��Vﾃ�����*ﾘ��s����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

8 ��Vﾃ�3���/��������ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

9 ��Vﾃ�3�*h��c����ダンプ �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

喜0 ��Vﾃ�3���+���C����ダンプ. �6饐8ﾉｨｴ�xｲ�神奈川県横浜市都筑区東山田町318 

※上記内容は、車検証より転記したものである

10・㈲ヒカリ暮トレーディング　神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11　　電話:04牛280-1321

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*���#3c"�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

2 ��ﾈﾞ������*���#3c2�ダンプ �ｸ7�4ｩD�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

3 ��ﾈﾞ������*���#s���ダンプ �ｸ7�4ｲ��X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

4 ��ﾈﾞ������*���#s���ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾒ(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

5 ��ﾈﾞ������*���C�Cb�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

6 ��ﾈﾞ������*���C�32�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

7 ��ﾈﾞ������*���CC�"�ダンプ �ｸ7�4ｩD�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

8 ��ﾈﾞ������*���CS�R�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6鵜11 

9 ��ﾈﾞ������*���Cc�B�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾒ(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

10 ��ﾈﾞ������*���C�3b�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��柚奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

11 ��ﾈﾞ������*���C�3r�ダンプ �ｸ7�4ｨ8ｨ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

12 ��ﾈﾞ������*���S����ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

13 ��ﾈﾞ������*���S�)｣��ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾓ�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈Ii憬川崎市川崎区大師本町6-11 

14 ��ﾈﾞ���(��*���ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6「1 

15 ��ﾈﾞ������*ﾘ��"�ダンプ �ｸ7�4ｩD�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

16 ��ﾈﾞ��3���*c��2�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾘ�X6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈月憬川崎市川崎区大師本町6「1 

「7 ��ﾈﾞ��3���*c��R�ダンプ �ｸ7�4ｸ6ﾒ(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

18 ��ﾈﾞ��3���*c��b�ダンプ �ｸ7�4ｲ�(6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

19 ��ﾈﾞ��3���*c��r�ダンプ 冲2�7�4ｩD�6x8ﾈ�ｸ6h4(984��神奈川県川崎市川崎区大師本町6-11 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4 -6

1 1.株式会社岸野商店　　神奈川県横浜市泉区弥生台7番地1 6　　　　　　電話: 045-802-121 6

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

2 ��Vﾃ���*ｳ#����ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

3 ��Vﾃ�����*���鉄#��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

4 ��Vﾃ�����*���田S��ダンプ �ｨｭﾙnﾈⅹ5��神奈川県横浜市泉区弥生台7番地16 

※上記内容は、車検証より転記したものである

1 2.シグマテック株式会社東京都中央区日本橋富沢町5-4　　　　　　　　電話:03-5651-2201

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

l 倅�C�����,ﾓ�cビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

2 倅�C�����,ﾓ�cs"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

3 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

4 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

5 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

6 傀ｩ�#�����,ﾘ��#33r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

7 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ッ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

8 傀ｩ�#�����,ﾘ��#3ビ�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

9 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C#"�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

10 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

11 傀ｩ�#�����,ﾘ��#C3��ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

12 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ssb�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

13 傀ｩ�#�����,ﾘ��#ssr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5葛4 

14 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

15 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

16 傀ｩ�#�����,ﾘ��#�#r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

17 傀ｩ�#�3���+x��#C#B�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

18 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋宮沢町5-4 

19 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3b�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

20 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ��ャ3r�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

21 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ����sr�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5「4 

22 冖ﾈﾌ8壹�����,ﾘ�����R�ダンプ �5h4�7ﾘ6X6(4閂｢�東京都中央区日本橋富沢町5-4 

※上記内容は、車検証より転話したものである



添付書類4-7

1 3.太平洋陸送株式会社　　埼玉県加須市西ノ谷802-1　　　　　　　　　電話: 0480-73-81 01

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

2 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

3 估i$｣�3���*���#ss2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

4 估i$｣�3���*���#ssB�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

5 估i$｣�3���*���#ss��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

6 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

7 估i$｣�3���*���#s�2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

8 估i$｣�3���*���#sビ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

9 估i$｣�3���*���#sヲ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

10 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

11 估i$｣�3���*���#s���ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

「2 估i$｣�3���*���#s�"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷8021 

13 估i$｣�3���*���#s�2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

14 估i$｣�����*���#s釘�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

15 估i$｣�3���*���#s迭�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

16 估i$｣�3���*���#s澱�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

17 估i$｣�3���*���#s途�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

18 估i$｣�3���*���#s唐�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

19 估i$｣�3���*���#s湯�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

20 估i$｣�3���*���#����ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須布置ノ谷802-「 

21 估i$｣�3���*���#����ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

22 估i$｣�3���*���#��"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

23 估i$｣�3���*���#��2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

24 估i$｣�3���*���#��B�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

25 估i$｣�3���*���S�#2�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

26 估i$｣�3���*���S�#B�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

27 估i$｣�3���*���S�#R�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

28 估i$｣�3���*���S�#��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

29 估i$｣�3���*���S�3��ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

30 估i$｣�3���*���S�6ﾂ�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

31 估i$｣�3���*���S�3"�ダンプ ��饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802-1 

32 估i$｣�3���*���S�32�ダンプ ��i�饉ﾙvﾙzI�xx｢�埼玉県加須市西ノ谷802「 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-8

1 4.篠竹興業株式会社　　神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1　　　　　　電話: 044-288-7566

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 ��ﾈﾞ������*��cC��ダンプ �;�'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

2 ��ﾈﾞ������*���#2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

3 ��ﾈﾞ������*��cc2�ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8「 

4 ��ﾈﾞ������*���#Sc��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-「 

5 ��ﾈﾞ������*���3�s��ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

6 ��ﾈﾞ������*���3c���ダンプ 們)'ﾈｻｸｼhx｢�神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-1 

※上記内容は、車検証より転記したものである



添付書類4-9

15.株式会社大典　青森県八戸市西白山台5丁目13「3　　　　　　　電話:0178-27-8111

自動車登録番号 又は車両番号 倆I�ﾈ,ﾈﾆ��2�使用者の氏名又は名称 俶yw��(,ﾈ���

1 �i78ｷｳ�����*���ン���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

2 �i78ｷｳ�����*���ン�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13葛13 

3 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

4 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市電白山台5丁目13-13 

5 �i78ｷｳ�����*�����s"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目う3-13 

6 �i78ｷｳ�����*�����S��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

7 �i78ｷｸ�S����*�����S"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目1313 

8 �i78ｷｳ�����*�����S2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

9 �i78ｷｳ�����*�����SB�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

10 �i78ｷｳ�����*�����cR�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-鳩 

11 �i78ｷｳ�����*�����cb�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

12 �i78ｷｳ�����*�����Sc��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

13 �i78ｷｳ�����*�����c��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

14 �i78ｷｳ�����*���塔�b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

15 傀ｩ�#�����*���cSc��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

16 傀ｩ�#�����*���c3ヲ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

17 傀ｩ�#�����*���c都��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

18 傀ｩ�#�����*���c鉄r�ダンプ ��Xxｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

19 傀ｩ�#�����*���c鉄��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

20 傀ｩ�#�����*���cc�"�・ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市田白山台5丁目13葵13 

21 傀ｩ�#�����*���s�コ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13「3 

22 傀ｩ�#�����*���c涛2�ダンプ �ｩ�Xｻｲ�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

23 僮������*���S�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

24 僮������*���S�2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

25 僮������*���S�"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13賀13 

26 僮���)｣����*���c���ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

27 僮������*���c���R�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目「3-」3 

28 僮������*���cC��ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

29 僮������*���cCb�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

30 ��89h蕪�����*���s��"�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

31 ��89h蕪�����*���s��2�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

32 ��89h蕪�����*���s��B�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

33 ��89h蕪�����*���s��R�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

34 ��89h蕪�����*���s��b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市電白山台5丁目1313 

35 ��89h蕪�����*���s��r�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

36 ��89h蕪�����*���s�#R�ダンプ′ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

37 ��89h蕪�����*���s�#b�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

38 傀ｩ�#�����*���ccコ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

39 傀ｩ�(�S����*���ccッ�ダンプ �ｩ�Y5B�青森県八戸市西白山台5丁目13-13 

※上記内容は、車検証より転記したものである


